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一般情報など

（１） ワールドマスターズゲームズ関西大会の再延期方針が決定
新型コロナウイルス感染防止のために 2021 年 5 月の当初計画が 2022 年 5 月に 1 年延期され
ていた大会ですが、まだ現時点でも国際的な旅行についての制限が完全解除されていないこと
により海外からの参加者数目標達成が無理であるとの判断で、再度の延期方針が 10 月 26 日
（火）
に開催された WMG 関西 2021 組織委員会の理事会で決定されました。
再度の延期後の開催日程は、他の大規模国際大会との日程重複を回避するために 2026 年 5 月
にせざるを得ないとのことです。正式決定は、これから国際マスターズゲームズ協会(IMGA)と
の打ち合わせにより確定するとのことです。
ローンボウルズとしても、あらためて長期的なスケジュールで取り組むことになります。
（２） 新入会員紹介
10 月１日付けで神戸学園都市ワイズメンズクラブに 近藤 快彦 さん
（40 歳）が新入会されました。

2021 年 10 月の行事、活動などの結果

（１）BJ 理事連絡会（Ｗeb 会議）第４回開催
日時：10 月 16 日（土）20：00～21:30
場所：Zoom による Web 会議
出席者：12 名
議題：１．2023 年世界選手権大会出場選手の選考基準および選考委員について
ボウルズ・オーストラリアの実例から学んだ。
２．
（時間切れのため次回以降に延期）
（２）A リーグカップ 2021 年大会(第 19,20 節)
主催：関西ローンボウルズ協会
主管：Ａリーグ実行委員会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：10 月 3 日（日）
、17 日（日）13：00～17:00
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結果：10 月 17 日（日）終了時点での成績。
A-1 リーグ

A-2 リーグ

１位

長島 俊和（A L B C）

145 点 山崎清子 （A L B C）

119 点

2位

小野 宦司（ＡＬＢＣ） 129 点 宮北 茂 （神戸ボウルズ）

3位

福井加代子（ＡＬＢＣ） 122 点 坂本紘一 （神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）

118 点
117 点

（３）SV リーグ 2021 年度前期大会(最終節)
主催：関西 LB 協会
主管：SV リーグ実行委員会
リーダー： 学園ワイズ、会計：兵庫車椅子 、記録：タッチャーズ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：10 月 2 日（土）
、9 日（土）、23 日（土）13:00～16:00
競技結果：全日程終了後の最終結果
順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10 位

チーム

関西 LB

学 園

タッチャ

兵庫車

兵庫車

ALBC

ﾀｯﾁｬ -

ﾀｯﾁｬ -

学 園

村人

名

協会

-A

ーズ

椅子 B

椅子 A

ｽﾞ B

ｽﾞ C

-B

クラブ

22

19

13

－38

－63

－105

106

101

98

37

32

+68

+70

勝点

得失点差
得点合計

168

177

A

29
+47

26

24

24

+15

+3

－2

152

142

142

+5

130

138
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表彰式は、11 月 6 日（土）の後期ゲーム開始の前に行います。
（４）M リーグ 2021 年度上期大会(第 11,12 節)
主催：関西 LB 協会
主管：M リーグ実行委員会
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時： 10 月 14 日（木）、28 日（木）13:00～16:00
競技結果：10 月 28 日（木）終了時点での成績（ただし参加率 70％未満は除く）
順位

氏

名

平均ポイント

ポイント合計

出場試合数

１位

野上 哲男（神戸タッチャーズ）

6.21

87.0

14

２位

合田 洋子（学園都市ワイズ）

6.08

73.0

12

５位

大杉 正樹（神戸ボウルズ）

5.93

83.0

14

（５）兵庫県レクリエーション協会スポーツ体験会
主催：兵庫県レクリエーション協会
協力：関西ローンボウルズ協会有志
場所：明石公園陸上競技場
日時：10 月 10 日(日)10 時から 15 時
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内容：ローンボウルズ体験会を開催した。今年は、明石公園内の行事が無かったために
スポーツ体験会に来場する人の数も少なかった。
（６）神戸市長賞秋季ローンボウルズ大会
主催：関西 LB 協会
場所：しあわせの村グリーン
日時：10 月 31 日（日）9：00～16:00
競技内容：トリプルズ戦（一人 3 球×8 エンド）を、勝ち抜き戦方式で 4 ゲーム実施する。
4 戦全勝チームが優勝となる。全勝チームが無い場合は、勝ちポイント合計数
および得失点差合計数により順位を決定する。
結果：16 チームが参加し、熱戦を展開した。

Δ＝総得失点差

選手名（チーム名）

成績

１位

小山裕木恵、島 美里、小山 潤 （LBC 京都）

3 勝 1 分、Δ＝+31

2位

合田洋子、近藤快彦、合田純二 （学園都市ワイズ）

3 勝 1 分、Δ＝+11

3位

木村和暉、植松(寿)、植松(博）
、郭 善芳 （兵庫車椅子)

3 勝 1 敗、Δ＝+11

（７）しあわせの村初心者講習会
主催：しあわせの村 保養センターひよどり
協力：関西 LB 協会
場所：しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：10 月 17 日(日)および 10 月 24 日(日) いずれも 13 時から 15 時まで
参加者数：約 10 名
2021 年 11 月、12 月の計画、予定
（１）2021 年度第 3 回 BJ 定期理事会（Ｗeb 会議）
日時：11 月 28 日（日）13：00～17:00
場所：Zoom による Web 会議
議題：後日連絡
（２） パラ王国イベント開催
主催：兵庫県
日時：11 月 3 日（水）
会場：しあわせの村
内容：各種の障がい者スポーツの体験会、展示会等を開催する。
ローンボウルズ場では兵庫車いすクラブがローンボウルズ体験会を実施する。
障がい者だけでなく、健常者の参加も歓迎します。
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（３）A リーグカップ 2021 年大会(第 21,22,23,24 節)
主催：関西ローンボウルズ協会
主管：Ａリーグ実行委員会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：11 月 7 日（日）
、28 日（日）
、12 月 5 日（日）、19 日（日）13：00～17:00
記事：誰でも参加できます。参加希望者は当日 30 分前までに来場し、受付に申出ること。
（４）SV リーグ 2021 年度後期大会(第 1,2,3,4 節)
主催：関西 LB 協会
主管：SV リーグ実行委員会
リーダー：ALBC、会計：学園ワイズ 、記録：村人クラブ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時： 11 月 6 日（土）、20 日（土）
、12 月 4 日（土）
、18 日（土）
13:00～16:00（12 時 45 分までに受付完了のこと）
競技内容：10 チームが参加し、ペアーズ戦を２ゲーム行う。
（５）Ｍリーグ 2021 年上期大会(第 13,14,15,16 節)
主催：関西 LB 協会
主管：M リーグ実行委員会
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時： 11 月 11 日（木）、24 日（水）12 月 8 日（水）
、22 日（水）13:00～16:00
競技内容：チーム編成は当日の抽選にて決定。参加人数によりペアーズ、トリプルズ、
フォアーズ戦を行う。8 エンド戦を 2 ゲーム行う。
ポイントの計算方法は、
｛勝ちエンド数×１ポイント+ゲーム勝利のとき 2 ポイント
（引き分けなら 1 ポイント）｝
参加申込み：事前申込みは不要。当日、会場への来場で可。チーム編成は当日の抽選にて決定。
（６）フレンドシップ・ファイナル大会
主催：神戸タッチャーズ
場所：しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：11 月 4 日(木)
（７）垂水区民スポーツの日体験会
主催：垂水区役所
場所：垂水スポーツガーデン 神戸市垂水区平磯 1 丁目１－５
日時：11 月 6 日(土)10:00-15:00
内容；ローンボウルズ体験会も開催する。
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（８）明石市中央体育会館インドアマット交流大会
主催：明石市ローンボウルズ協会
場所：明石市中央体育会館第 1 競技場（2 リンク）
日時：11 月 8 日(月)9:00-17:00
参加募集人数：トリプルズ 6 チーム〈18 人〉
一人 3 球×8 エンド戦を 4 ゲーム実施
参加費：一人 500 円（当日受付）
（９）男女シングルス関西選手権大会
主催：関西ローンボウルズ協会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：11 月 13 日(土)、14 日(日)
（１０）兵庫県民ふれあい大会ローンボウルズ大会
主催：兵庫県生涯スポーツ連合
主管：関西ローンボウルズ協会
場所：しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：11 月 21 日(日)9:00-16:00
（１１）BJ 公認アンパイヤ―資格認定講習会（関西地区分）
主催：BJ 技術・競技部
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：11 月 27 日(土)9:00-12:00
内容：メジャリング実技研修
（１２）障がい者スポーツ指導員全国研修会
主催：
〈公財〉日本パラスポーツ協会
場所：神戸市しあわせの村
日時：12 月 11 日（土）11：30～12 月 12 日（日）11：45 まで
内容：各種講演会など。ローンボウルズ場ではローンボウルズ競技の紹介と
体験会を、全国の障がい者スポーツ指導員〈約 300 名〉に対して行う。
（１３）明石市総合体育大会ローンボウルズ大会
主催：関西ローンボウルズ協会、明石市ローンボウルズ協会
主管：A リーグ実行委員会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：12 月 12 日(日)9:00-17:00
競技種目：男女不問トリプルズ戦
（１４）令和 3 年度〈公財〉日本レクリエーション協会加盟団体運営代表者会議に出席
主催：
〈公財〉日本レクリエーション協会
場所：国立オリンピック記念青少年センター

センター棟 501 会議室

日時：12 月 9 日(木)9:00-12:00
出席者：松原敬之（BJ 理事、関東 LB 協会会長）
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